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トヨタ社員過労自死労災認定裁判
名古屋高裁判決「訴えを認め逆転勝訴」
慮復２叱撃れが責のハ断認れ
し継０責とる社で面ラし定た控
心
、続１が判範会あ前に、基パ訴
理
上さ０２断囲通りにつ上準ワ審
的
司れ年０しを念、おい司（ー判
負
受
２て１０ま超にそけて２注ハ決
名い０８しえ照のる、名）ラでけ荷
かた月年たるら態威他かをスはたを
らこ頃末。精し様圧のら参メ、と
のとま頃さ神許や的労の考ン改判
一もでから的容手な働パにト正断
連考反らに攻さ段叱者ワ判のさ

たり労判災屋０めが月つ２務残てッてれは
。消働決害高２た国に病０に業大クいて本被
ト
す基とと等１訴を自を０支ゼ幅（ま生社災
ヨ
旨準、は裁年訟相死発９障ロ減２し産の者
タ
の監業認判９の手し症年が制産０た準生男
社
判督務め所月控にたし１出限と０。備産性
員
決署外なで１訴労事２０るを人８リ業技（
をのとかあ６審災件０月ほか員年ー務術当労自
下判しっり日判認で１ごどけ削）マにに時災死
し断たた、、決定、０ろでら減がン従配四認
まを豊一業名がを遺年、しれのおシ事属〇定
し取田審務古２求族１うた業中きョしさ）

初に相プ負たのでみ易務たが直て０た
め「当リ荷」達あてで」。あしは年ら一
過
て中とウのと成る努なにまっ「、ビな審
重
の国判ス強評にノ力いつたた相出ジいで
労
海業断業度価向ルすもい「業応来ョとは
外務し務にしけマれのて新務の事ンさ出総働
業」ま単つ、たがばのも型と心と業れ来合の
務にし体いそ業課達、「プ評理し務た事的負
でつたでての務さ成客達リ価的て」「にに荷
仕い。「は心をれも観成ウし負評に２す判も
事てさ中新理行、可的はスま荷価つ０ら断
内もら」型的っそ能に容業し」しい２当
め労ねす負ハて判ち明認続おて涙り「
ま死てこ担ラ、決労で定けかこでま諦
過
しを予とかをす」働きされげらすしめ
労
ょゼ防がら撲べを組たればでれ。たか
死
うロ処で精滅てど合とる、すた「」け
す
を
。に置き神しののも思とパ。の１ごそ
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ロ
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を、をな過パかこ私を労訴人続れも！
進過重く重ワしのた証災えのけしな

ま認業的すとてのに荷
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脳
いて伴伴伴「は間る間働す間平月さ定年
労・
きいううう事「以」以時が外均１れ基、
心
まま業業業業勤外と外間「労で０ま準脳改災臓
しす務務務場務のさの」こ働８０しが・定認
ょ。」」」外時負れ負のれ」０時た２心さ定疾
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神許手威者た）
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第36号

2022年2月

全ト・ユニオン

All TOYOTA Labor Union（ＡＴＵ）

トヨタ、EVシフトへ大転換
らこ
下
され１職請
れは０種け
かＥ０
ねＶ万転諸
な化人換企
いにも・業
事よの労で
態っ雇働、
でて用強解
すも喪化雇
。た失

かは問題ん・万②がＥ力化がすし世発Ｃ（の表５そ標動０見タ
万２
。ど題はでに人自らＶのへ示。て界すＶＨ電し年しを車０をの昨
台０
こで私しつの動ず生比のしし、のる）Ｖ動たにて３（万開豊年
、３
へすたたい雇車輸産重懸てか大Ｅとも）化。全レ５Ｅ台き田１
３０
行。ち。て用関出がが念いしきＶし含、をこ車ク０Ｖと、章２
５年
は
っこ労とはが連が脱大・た従く化てめ燃ハれＥサ万）し２男月
全
年Ｅ
たれ働り全失産出炭き・全来転のいて料イまＶス台のて０社１
車
レＶ
く
来
・
は
換
で
に
のら者わ わ業 素い 面
流た全電ブ 化は 世い３長４
でへにけ触れでな化日①的豊しれも方池リはす、引界た０は日Ｅク３
しのは②れる１くに本石な田たにの向車ッ自る２き販電年記、Ｖサ５
ょ懸重のま・０なつで炭Ｅ社の迎をで（ト動と０上売気に者トにス０
う念大問せ・０るなは火Ｖ長で合、開Ｆ車車発３げ目自２会ヨ

えに乗たＵあに処なそか応機働Ｖの春働
生
て対りちにり伴遇解しをしにく化幹闘くす
活
闘し、は相まうの雇て問て労もに部の人べ自と
って会親談しハ悪・会いい働のよの中にて
ては社身にたラ化配社たこ組のっ人で訴の分健
い皆のに来らス、転にだう合生てに、えトた康
きさ理なて遠メさ・よしとと活も、所まヨちを
まん不っ下慮ンら労るまししやたト属すタで
すと尽てさせトに働、してて健らヨす。系守
。手な相いずなは強理ょいど康さタる今企ろ
を攻談。Ａどそ化不うるうのれの組年業う
携撃に私Ｔがれ・尽。の対危るＥ合ので

かこ働っまュてでさトげめ設れ労っエ
。とくてすーデはれががの備な働てン
がこ多。トジ労ま吹、労投い者きジ
見とく彼ラタ働すきさ働資仕にたン
えののらルル組。荒ら強費事は企や
な危労にの化合しれに化用へ、業駆
い機働は旗、がかるはやをの首は動
のに者Ｅをカ先しこハ賃捻職切仕関
で直がＶ振ー頭、とラ金出種り事係
し面生化っボにトがス切す転やをに
ょす活にてンなヨ懸メりる換、失携
うるやよいニっタ念ン下た、慣いわ

トヨタ労組２０２２年春闘「平均賃上げ要求」を廃止
各統トは安受 要全
労一ヨ掲とけこ求ト
組しタげなてののヨ
がた労なる全ト
バ指連い統トヨ「タ
ラ標傘」一ヨタ目労
バの下と的タ労安連
ラなのしな労組」、
にい各て賃連の示賃
、ま労い金は動さ上
各ま組ま要「きずげ
企にはす求目を

の一はい企格タこ表組る「ト化金ト他人くてたを等技をヨ
ト
で層こら業差とうす合」賃ヨ」のヨの事な、。会級能廃タ２職ヨ
す徹れれのを下する員と上タさ格タ企制る要彼社）職止労０種タ
。底をて労覆請るだの非げのれ差と業度」求らにごなし組２
し労き働いけこけ平正相労るがののがと水は提とど、は２・労
よ働た者隠各とに均規場使こ「比労ト言準「出に）職平年職組
う組のはし企にし賃社形はと見較組ヨっが組す賃や種均春位
と合で低、業よて上員成数にえがにタてわ合る上職（賃闘別
しのす賃下とっきげを役年なな出とといか員とげ位事上で要
て側。金請のてま額含を前りく来っはまりにし要（技げは求
いか今をけ賃トしをむ降かまなずて違すや取ま求職職要、へ
るら年強諸金ヨた発全りらする賃はうがすっし額能や求ト
し引ににで持は要
に賃のす切も必下なトる業
ょき抗よし・な求け
大 な上言。りト死請シヨをの
う上議るょ改くはれ
幅 りげいこ下ヨにけフタ得実
。げし賃う善、、ど
は分のげタな各トのな情
な ま
を、上。を私会も
す極によがかっ企にＥくに
賃 。め従う毎らて業対Ｖな応
目各げト出た社私
てっな年はいは応化っじ
指組要ヨ発ちのた勝上
厳て状強納ま生すへてて
し合求タ点の収ちちげ
しし況制入すきるのい要
てかの労に生益の取を
いまでさ単。残た全ま求
いら非組す活状賃ろ
もえ会れ価しりめ面すせ
き賃公幹べの況上う
のば社まのかにに的。ざ
ま金表部き維でげ

私達はこんな組合です
・随時、組合員を募集中しています
・ひとりでも加盟できます
・派遣社員、期間工、パート、役職者
家族も加盟できます（賛助組合員）
・ひとりひとりの要求を大切にします
・ひとりでなく、皆で力をあわせます
・トヨタ系企業で働く人たちによって
構成されています

解雇、雇い止め、労災、パワハラ、セクハラ、賃金不払
長時間労働・・・一人で悩まず、まず労働相談！
私たち全トヨタ労働組合は、各企業の労働組合とは別にトヨタ
グループで働くすべての労働者を対象に一人でも入れる労働組
合として2006年に発足しました。以来、企業内労働組合の多く
が働く人個人の困りごと・労働相談事に背を向ける中、企業内
労働組合では解決できない問題に正面から取り組んできました
組合の選択は個人の自由です。また組合加入を会社に公表しな
い事も出来ます。必ず力になります。（秘密厳守・相談無料）

